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次亜塩素酸ナトリウム溶液保存中における
過塩素酸イオン濃度の増加

Increase in Perchlorate Ion Concentration during
Preservation of Sodium Hypochlorite Solutions

高野　敬志　　　伊藤八十男　　　千葉　真弘　　　泉　　敏彦

Keishi Takano, Yasoo IToh, Masahiro ChIba and Toshihiko IzumI

Key words： perchlorate  ion（過塩素酸イオン）；sodium hypochlorite（次亜塩素酸ナトリウム）；liquid 
chromatography/massspectrometry（LC/MS）

　過塩素酸塩は，消防法の危険物第 1類に分類される酸化
性固体であり，ジェット燃料，火薬，花火，発煙筒，車の
エアバッグなどに使用されている．自然界において，過塩
素酸イオンはチリ硝石に高濃度で含有されるほか，塩化物
イオンを含むエアロゾルから放電やオゾンとの反応によっ
て生成され，雨水中から検出されたという報告がある1）．
過塩素酸塩は水溶性であり，それが解離した過塩素酸イオ
ンは水中では移動性が高く，安定な物質である．
　過塩素酸イオンが人体に取り込まれた場合，甲状腺にお
けるヨウ素の取り込みを阻害する作用を示すため，特に小
児に対して甲状腺の機能低下やヨウ素欠乏を引き起こす場
合があり，その結果，小児の神経系の発達障害などの症状
が現れる2）．米国では，1990 年代後半に飲用水への汚染が
明らかとなって関心が高まり1），その後，日本においても
水道水源及び食品から過塩素酸イオンの検出事例が報告さ
れた3, 4）．このため厚生労働省は，過塩素酸イオンを水道
水質基準関連の要検討項目として位置づけ，平成 23 年 4
月 1 日からその目標値を 25 μg/L と設定した5）．
　一方で過塩素酸イオンは水道水の消毒に使用される次亜
塩素酸ナトリウム溶液中に不純物として混入しており，浄
水中に数 μg/L の負荷となりえることが報告されている6）．
しかしながら，次亜塩素酸ナトリウム溶液を長期間保存し
た場合，有効塩素の分解に伴い，過塩素酸イオンが生成し
たり，その濃度が増加することは確認されていない．本報
告では，次亜塩素酸ナトリウム溶液保存中の過塩素酸イオ
ン濃度が増加することを検証するため，以下の二つについ
て測定を行った．第一に，保存期間や保存状態など様々な
条件で保存されていた市販次亜塩素酸ナトリウム溶液及び
次亜塩素酸ナトリウムを含有する家庭用塩素系漂白剤中の
過塩素酸イオン濃度を測定した．第二に，次亜塩素酸ナト
リウム溶液保存中の過塩素酸イオン濃度の上昇を直接確認
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するため，異なった温度条件で次亜塩素酸ナトリウム溶液
を静置し，継時的に過塩素酸イオン濃度を測定した．これ
らによって明らかにした知見は，過塩素酸イオンによる飲
料水汚染の防止対策に対して有効な資料となると考えられ
る．

方 法

1 ．分析試料
　分析に供した次亜塩素酸ナトリウム溶液は，当所数カ所
の実験室内に室温で保存されていた試験研究用試薬 5件，
冷蔵保存されていた試験研究用試薬 1件，新規購入した試
験研究用試薬 2件，消毒に用いる業務用試薬 1件の計 9件
である．また，家庭用塩素系漂白剤は製造会社 7社の 9製
品 24 件を分析に供した．
２ ．分析方法
　検体は，分析可能な濃度範囲まで適宜希釈し，過塩素酸
イオン濃度及び有効塩素濃度（遊離塩素＋結合塩素）を測
定した．有効塩素濃度はジエチル-p-フェニレンジアミン
による吸光光度法7）によって測定した．LC/MSによる過
塩素酸イオン濃度の測定はKamoshitaら8）の方法に準じ
た．測定条件は以下に示す．

LC/ESI-MS：Agilent LC1100 MSD
ガードカラム：DIONEX IonPak AG21（ 2 × 50 mm）
分離カラム：DIONEX IonPak AS21（ 2 × 250 mm）
溶離液Ａ： 73 mM 炭酸アンモニウム，20 mM 水酸化アンモ

ニウム混合水溶液
溶離液Ｂ：アセトニトリル
混合条件：A : B = 55 : 45
流速：0. 2 mL/min
カラムオーブン温度：40℃
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注入量：10 μL
ガス温度：350℃
ガス流量：10 L/minL
VCap 電圧：2000 V
内部標準物質：18O-NaClO4
選択イオン（ESIネガティブ）：99（定量），107（内部標準）

３ ．次亜塩素酸ナトリウム溶液保存中の過塩素酸イオン濃
度の変化

　新規に購入した次亜塩素酸ナトリウム溶液（和光純薬 1
級，有効塩素濃度 5. 4％）10 mL をねじ口試験管 15 本に
それぞれとり，密栓した．4，20，25，30 及び 36℃で各温
度につき試験管 3本を 5週間まで恒温器または冷蔵庫内で
遮光して保存した．1週間毎にそれぞれの試験管から
0. 5 mL を採取し，測定可能な濃度まで希釈した後，過塩
素酸イオン濃度を測定した．

結 果 及 び 考 察

　Fig. 1 に次亜塩素酸ナトリウム溶液中の過塩素酸イオン
濃度と有効塩素濃度を示した．過塩素酸イオン濃度は，新
規購入したもので 1. 4 及び 1. 7 mg/L であり，業務用及び
冷蔵保存したものでは，14. 9 及び 14. 0 mg/L であった．
これらの有効塩素濃度は 3. 8-13. 3％と比較的高い濃度を
示した．また，室温で長期保存していたと思われるもの
は，有効塩素濃度がどれも 0. 2％以下の低い数値であり，
それらの過塩素酸イオン濃度は 105-430 mg/L と高い値を
示した．溶液中の次亜塩素酸ナトリウムは，保存中に酸素
を発生しながら少しずつ分解するため，有効塩素濃度は
徐々に減少する．そのため，有効塩素濃度は次亜塩素酸ナ
トリウム溶液の保存時間または劣化状態の指標になると考
えられる．
　Fig. 2 に家庭用塩素系漂白剤中の過塩素酸イオン濃度と
有効塩素濃度を示した．次亜塩素酸ナトリウム溶液の場合
と同様に，有効塩素濃度が低い家庭用塩素系漂白剤では過
塩素酸イオン濃度が高い傾向を示した．有効塩素濃度が
1 ％以下の試料のうち 2件の過塩素酸イオン濃度が突出し

ており，95. 6 及び 98. 6 mg/L であった．
　浄水場で使用されている次亜塩素酸ナトリウム溶液（水
道用の規格は一般に 12％以上）でも，有効塩素濃度が
10％以下に低下したものでは過塩素酸イオン濃度が高くな
る傾向が認められている6）．水道水質基準項目に含まれて
いる塩素酸イオンもまた，次亜塩素酸ナトリウム溶液に不
純物として混入している物質である．浄水場で実際に使用
している次亜塩素酸ナトリウム溶液について，保存温度を
変化させて塩素酸イオンなどの濃度を調査した報告では，
温度が高いほど塩素酸イオン濃度の増加速度が速いことが
示されたため9, 10），過塩素酸イオンも同様の挙動を示すと
考えられたが，これらの報告では，過塩素酸イオン濃度の
変化については調べられていない．
　Fig. 3 に異なった温度条件で次亜塩素酸ナトリウム溶液
を保存した場合の過塩素酸イオン濃度の変化を示した．4，
20 及び 25℃における保存では，過塩素酸イオン濃度はほ
とんど変化しないか，または僅かに増加した．過塩素酸イ
オン濃度の増加が明らかに認められたのは 30 及び 36℃で
の保存であり，温度が高いほど増加速度が速くなる傾向が
認められた．これは，過去の報告例9, 10）における保存温度

Fig. 1　 Perch lo ra te Ion and Ava i lab le  Chlo r ine 
Concentrations in Sodium Hypochlorite Solutions

Fig. ２　 Perch lo ra te Ion  and Avai lab le Chlo r ine 
Concentrations in Commercial Bleach

Fig. ３　 Change in Perchlorate Ion Concentration during 
Preservation under Various Temperatures
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と塩素酸イオン濃度変化の関係と同じであった．
　これらの結果から，次亜塩素酸ナトリウム溶液を温度が
高い状態で保存した場合，溶液中に混在する過塩素酸イオ
ン濃度が増加し，その濃度も数百 mg/L まで達すること
が明らかとなった．これまで，環境中への過塩素酸イオン
の汚染源として，過塩素酸やその塩類を扱う大規模な工場
などが注目されてきた11）．しかしながら，次亜塩素酸ナト
リウムは水道水の消毒剤や家庭用塩素系漂白剤に含まれ，
大量に使用されていることから，水道水の過塩素酸イオン
汚染源として無視できないと考えられた．
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